
 

  

 

    大 学 受 験 

東進の講座に無料招待 

 
・実施要項 

志望校合格を目指して頑張る高２生、高１生、高０生（高校生レベルの学力を持つ中学生）の君たちを、東進の授業に無料で

招待します。通常１講座１８，９００円（税込）相当のところ、無料で受講できます。１講座は、９０分授業×５回+講座修了判定 

テストほか、講習入会金・テキスト料等もすべて無料です。 ※夏期特別招待講習は、高速基礎マスター講座等の「英単語センター」「数学計算演習」を受講できます。 

 

 

・受講資格  志望校合格を目指して学習に取り組む、意欲ある高２生・高１生・高０生 (東進生でない方) 

・申込締切  ６月１日（水）～７月３１日（日）まで   ・受講期間 ６月１１日（土）～８月３１日（水）まで 

 

 

 

 

 

※７月１２日（火）までの申込…４講座受講可能  ７月１９日（火）までの申込…３講座受講可能  ７月３１日（日）までの申込…２講座受講可能 

 

 東進の講座に無料招待 

 ・受講資格/実施要項 

部活を高３まで精一杯続けてきた、かつ志望校合格を 

目指して学習に取り組む意欲ある高３生 （東進生でない方） 

通常１講座１８，９００円（税込）相当のところ、無料で受講 

できます。１講座は、９０分授業×５回+講座修了判定テスト 

ほか、講習入会金・テキスト料等もすべて無料です。 

 

 

※部活生特別招待講習は、高速基礎マスター講座等の「英単語センター」 

「数学計算演習」を受講できます。部活をしていない高３生も、体験授業など 

受けられます。  ※講座の詳細はホームページをご覧頂くか、お電話にてお問合せ下さい。 

 

 

・申込締切  ７月３１日(日)まで   

・受講期間  ８月８日（月）まで 

 

 

        中高一貫中学生 

   東進の講座に無料招待 

 

・実施要項 

中高一貫校に通う中学生を東進の授業に無料で招待します。単元別(英語・数学)に多様な講座があり、学校の授業の先取りや

苦手分野の克服に活用できます。講習入会金・テキスト料等もすべて無料です。 

 

    公立中学 

・受講資格 中高一貫校に通う中１生・中２生・中３生 (東進生でない方) 

・申込締切  ６月１日（水）～８月２２日（月）まで   ・受講期間 ６月１１日（土）～８月３１日（水）まで 

 

・受講特典 

   英語受講者は「中学英単語１２００」、数学受講者は「単元別数学演習」の高速基礎マスターを受講できます。また、６月中に

夏期講座の申し込みが完了した方には、７月の期末試験対策に無料でご招待致します。夏期の期間中、自習室利用や質問も

自由にできます。 

 

※７月１２日（火）までの申込…３講座受講可能  ８月９日（火）までの申込…２講座受講可能  ８月２２日（月）までの申込…１講座受講可能 

※講座の詳細はホームページをご覧頂くか、お電話にてお問合せ下さい。 

※講座の詳細はホームページをご覧頂くか、お電話にてお問合せ下さい。  

２０１６年度 設置クラス 中３高校受験クラス 

point 1.    対面授業(英・数・国・理・社)と東進の授業(理・社)の併用 

point 2. 高速基礎マスター(英・数・国・理・社)：パソコンを使って１問１答形式の演習 

point 3. 無料の定期テスト対策、自習や質問も可能 

point 4. 高校受験や大学受験を見据えた高い学力の養成と学習法の確立 

point 5. 基町高校や舟入高校はもちろん、広大附属高校にも対応 

※中１・２の高校受験クラスは英語・数学を私立と同じカリキュラムで進めていきます。そして中３では高校受験の内容に 

特化した演習を行い、総復習の時間も確保していきます。 

高２ 

高１ 高０ 

高
３ 

高
３ 

センター対策  

内容 ・センター試験過去問１０年分の演習と解説授業。 

       ・ 「大問別演習」で徹底的に苦手分野を集中 

トレーニングできます。 

国公立二次・私大対策 

内容 ・大学別過去問１０年分の演習と、客観的な基準・

視点による「採点・添削指導」。 

    ・「添削指導」では、どこで部分点が取れるのか、 

なぜ減点されるのかを正確に把握できます。 

     ・最新５～１０年分の解説授業では、答えではなく、 

  解き方、考え方を知ることができます。 

 

 受験生の最強の味方 

 

中３ 

中２ 中１ 

※過去問演習講座を受講する場合は通期の授業料がかかります。  

広大附属前校  広大附属前校  

広大附属前校  

広大附属前校  



  

  

 ・実施要項 

 

『講師１名に対し生徒４名までの個別指導』 

 

 
英語・数学を中心に学習を進め、大学受験に向けた成績の向上に努めます。少人数指導のため、生徒一人ひとり

に合った指導や学習計画を行い、それに伴う自立心の確立を図ります。自ら取り組む姿勢が学力の向上には 

欠かせません。授業で学び、演習→質問→復習へと繋げることが成功への重要なポイントとなります。夏期前の 

無料体験授業を実施しております。中高一貫校、公立中学・高校対応です。 

 

①夏期スタンダードコース   ：    ６０分×１２回    (英語６回・数学６回)     ３２，４００円(税込) 

②夏期ライトコース           ：      ６０分×    ６回     (英語３回・数学３回)       １９，４４０円(税込)  

③夏期トレーニングコース   ：   ６０分×１８回    (英語９回・数学９回)        ４５，３６０円(税込) 

・夏期特別講習 

 

・申込締切  ７月１６日(土)まで     時間割の詳細は夏期前の面談で決定致します。 

 

        
中１～高２ 週１回(６０分)～ 

 

※お電話にてお申込み下さい。 

英語のみ、数学のみの受講 

も可能です。学習相談や進路 

相談も承っております。 

 

 

 

広大附属小学校      １６名合格 

安田小学校           ５名合格 

広大附属東雲小学校  １５名合格 
 

 

 

 

 
 

 卒塾生の２人に１人が広大附属･学院･ND清心のいずれかに合格！ 

広大附属中学校  ２０名合格/４８名受験 

広島学院中学校  ２５名合格/３４名受験 

ＮＤ清心中学校   １４名合格/１８名受験 

修道中学校       ３３名合格/３７名受験 

女学院中学校        １５名合格/１７名受験 

 

附属・学院中学合格者３名が受験していません。 

 

ＮＤ清心中学合格者２名が受験していません。 

 
 

東京大学 現役４名 

 大阪大学 法学部 法学科 

神戸大学 発達科学部 人間環境学科 

横浜国立大学 経営学部 国際経営学科 

広島大学 歯学部 歯学科 ３名 

広島大学 医学部 保健学科/作業療法学専攻 

広島大学 理学部 数学科 
 

理科Ⅰ類 １名  理科Ⅱ類 ３名 

 

広島大学 教育学部 第一類/初等教育教員養成コース 

広島大学 経済学部 経済学科 

東京農工大学 農学部 環境資源科学科 

東京学芸大学 教育学部 初等教育教員養成課程 

島根大学 生物資源科学部 農林生産学科 

愛媛大学 法文学部 人文社会学科 

徳島大学 医学部 医科栄養学科 

鹿児島大学 理学部 地球環境科学科  
 

難関大、難関学部を毎年突破！今年は驚異の東大４名！！ 

他塾一般…合格者÷志願者数×１００で算出しています。 

大学入試の軌跡   

東京大学 １１名 医学部医学科 １２名  広島大学 ４３名  
           

 

その他多数合格！現役生のみの実績を掲載しています。 

毎年上昇する合格実績！ 

２０１２～２０１６   過去５年間   

全国難関中学入試結果 

開成中学 １名 

渋谷教育学園幕張中学 ２名 

東大寺学園中学 １名 

西大和学園中学 ２名 

甲陽学院中学 １名 

愛光中学 ４名 

岡山白陵中学 １名 

他塾一般 

合格率 

 

19％ 

 他塾一般 

合格率 

 

39％ 

他塾一般 

合格率 

 
45％ 

 他塾一般 

合格率 

 
54％ 

 他塾一般 

合格率 

 

64％ 

 

All your dreams can come true  

if you have the courage to pursue them.  

グラフは推移のイメージです。 

 先生が生徒一人ひとりの特徴をよくわかってくれ、質問対応にもわかりやすく答えていただきました。自分のやらなければならないことを的確

に指導してくれたことで大きく力を伸ばしてくれました。学校行事にも理解をしてくれ、後悔なく高校生活を送ることができました。 

小学生から私生活でも大きく助けていただきました。 

 

広島大学 理学部合格  広大附属高校卒 生越 星也くん 

 

※その他詳細はホームページにて公開中 

 校舎は夜遅くまで開いていて、自習室が集中できる環境でした。また担任の先生、担任助手の人がいるのでいつでもすぐに質問ができた 

ことも助かりました。センター試験の過去問演習では早い時期から量をこなすことで基礎力を確認でき、二次試験の過去問演習講座では 

苦手だった国語の解説授業を１０年分全て受けたことで力をつけられました。東大国語の授業では林先生のマーカーを使ったポイントの 

解説が分かりやすかったです。勉強時間の合間に担任の先生や担任助手の人、同級生と話すことでストレスを感じずに受験勉強を楽しむ 

ことができました。 

東京大学 理科Ⅱ類合格  広島学院高校卒 趙 旭くん 

 

卒業生の声 
 

卒業生の声 
 

成成績績優優秀秀者者－－東東進進中中学学 NNEETT・・対対面面授授業業・・個個別別指指導導－－成成績績優優秀秀者者 

その他多数合格！ 

大木スクールの理念は、幼・小・中・高一貫教育をもとに社会に有為な人材を育成することです。 

 

       
小学受験（年中/年長） 中学受験（小１～小６） 大学受験（中２・中３・高１～高３） 個別指導（中１～高２） 

 
  

 
 

 
 

   
 

〒734-0015  

広島市南区宇品御幸１-１７-５ 

TEL：082-252-2343 
 

〒734-0015  

広島市南区宇品御幸１-１７-５ 

TEL：082-252-2343 
 

〒734-0005  

広島市南区翠１丁目３-１７ 

TEL：082-250-8868 

 

〒734-0005  

広島市南区翠１丁目３-１１ 

TEL：082-252-4049 
 

〒734-0005  

広島市南区翠１丁目３-１１ 

TEL：082-252-4049 
 

www.ookischool.co.jp/ 合格実績・合格体験記満載！ 

大木スクール本部 

こ ぐ ま 会 広 島校 

四 谷 大 塚 N E T 
        広大附属前校 

東進中学 NET 
広大附属前校 

東進衛星予備校 
広大附属前校 

   

 

広島校 広大附属前校 

中高一貫校中学生（中１～中３） 
高校受験コース(中３) 

広大附属前校  広大附属前校  

 

中１ 附属 英語     ９７点 
中１ 吉島 理科     ９８点 
中３ 附属 英語Ⅱ   ４５点 
中２ 学院 英語Ａ    ９３点 
中１ 翠町 数学     ９２点 
中１ 学院 代数     ８５点 
中２ 清心 数学     ８０点 
中３ 附属 数学     ７１点 
中２ 学院 英語Ｂ    ７６点 
中１ 学院 英語Ａ    ８９点 

中２ 附属 英語Ⅱ   ４８点 
中１ 学院 英語Ａ    ９９点 
中２ 附属 英語Ⅱ   ４４点 
中１ 学院 英語Ｂ １０１点   
中２ 附属 英語Ⅱ   ４５点 
中２ 附属 数学     ８２点 

中１ 翠町 英語     ９２点 
中２ 附属 英語Ⅱ   ４７点 
中２ 清心 英語       ８５点 
中１ 学院 幾何     ８１点 

 

 

中３ 学院 英語Ａ    １０１点 
中３ 附属 英語Ⅱ      ４９点 
中３ 翠町 数学      ９７点 
中１ 清心 英語      ９８点 
中２ 清心 数学      ９０点 
中２ 附属 英語Ⅰ      ８５点 

中１ 附属 英語      ９９点 
中２ 附属 英語Ⅱ    ４０点 
中２ 附属 数学      ７７点 
中１ 吉島 数学        ９８点 
中１ 附属 英語     １００点 
中２ 附属 英語Ⅰ    ８７点 

中２ 学院 代数     １００点 
中３ 学院 英語Ｂ      ５８点 
中２ 清心 英語       ８６点 
中１ 学院 幾何      ９６点 
中１ 学院 英語Ｂ    ９８点 
中３ 女学院 英語   ８８点 

中２ 附属 数学     ７５点 
中３ 附属 数学     ７３点 

 

 

 

中３ 翠町 社会    ９７点 
中１ 附属 英語    ９９点 
中２ 附属 英語Ⅱ  ４４点 
中１ 附属 数学    ９２点 
中２ 附属 英語Ⅱ  ４０点 
中１ 附属 数学    ９５点 

中１ 吉島 英語    ９４点 
中２ 附属 英語Ⅰ   ８９点 
中２ 附属 英語Ⅰ    ９２点 
中１ 附属 数学    ９０点 
中２ 清心 英語      ９５点 
中１ 附属 数学      ９０点 

中１ 附属 英語    ９７点 
中１ 学院 英語Ａ   ９５点 
中１ 附属 数学    ８７点 
中３ 附属 英語Ⅰ  ８０点 
中３ 附属 英語Ⅱ  ４３点 
中２ 附属 英語Ⅱ  ４２点 

中１ 附属 英語    ９５点 
中２ 清心 数学    ８７点 

中１ 学院 代数    ９１点 
中２ 附属 数学    ８０点 
中２ 附属 英語Ⅱ  ４ ７点 
中１ 附属 数学    ８６点 
中２ 附属 数学    ７５点 
中３ 翠町 社会    ９４点 

中１ 附属 英語    ９６点 
中１ 附属 数学     ９０点 
中２ 附属 英語Ⅰ  ８２点 
中１ 附属 数学    ９４点 
中２ 附属 数学    ８５点 
中２ 女学院 数学  ７９点 

中３ 翠町 理科  ９２点 

 

※６月１０日判明分です。 

※１００点満点でない学校もあります。 

※通常授業を受講している教科だけ掲載して 

おります。試験対策のみの受講教科は掲載して 

おりません。 

※非掲載を希望した方は掲載しておりません。 

 

 
でてこい、未来のリーダーたち。 


